さんさんまる

330°アリーナ 中標津町総合体育館

10月１日 プレオープン

◎中標津町総合体育館オープン記念式典
（テープカットほか）
と き／10月９日㈰ 午前10時
ところ／総合体育館正面玄関前

◎中標津町総合体育館オープン記念事業

日本体育大学「集団行動」実演会

と

き／10月９日㈰
第１部 午前11時
第２部 午後２時（午後１時から町内小学
５・６年生を対象に、集団行動体験指導が
行なわれます。開場：午後０時15分）
ところ／総合体育館メインアリーナ
申込方法／入場は無料ですが、入場整理券（１枚で２
人まで入場可）が必要です。往復はがきで
お申し込みください。
【締め切り】 ９月15日㈭必着（応募多数の場合は抽選）
※当選はお１人１通とさせていただきます。
往復はがき記入方法

＜往信用表面＞

＜返信用裏面＞

＜返信用表面＞

＜往信用裏面＞

所
名

何も書かないで
ください
（結果を印刷して
送ります）

⬆お客様の
郵便番号

住

返信

お
前

係

申込・問合先
        

中標津町教育委員会

集団行動実演会担当

往信

中標津町丸山二丁目二十二番地

0 8 6 11 9 7

〒086－1197 中標津町丸山２丁目22番地
中標津町教育委員会 生涯学習課社会体育係

☎73－3111（内線276）

◎昭和43年からご利用いただいた中標津体育館は９月25日㈰で閉館します。
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今年の「じどうかん祭り」は昨年に引き続き、児童センター「みらいる」並びに地域に点在する
児童館に重点を置き、より地域と連携した児童館活動を推進するために、５つの児童館を会場に
開催することになりました。児童館を子どもたちが自由に移動できるよう、当日は児童館連絡バ
スが町内を巡回します。ぜひ、じどうかん祭りをご家族ぐるみでお楽しみください。
◎平成 28 年度、中標津町児童館は厚生労働省「遊びのプ
ログラム」のモデル児童館として全国から選定され、子
どもの生きる力を育むために遊び・学びを児童館から発
信します。

【じどうかん祭り】テーマ ～ お話しの世界 ～
●と き：10 月２日㈰ 午前 10 時～午後３時まで
●ところ
児童センター

なかよし児童館

わんぱく児童館

【みらいる王国】
お化け屋敷、ショップ、ゲームほか
（カレーライス・青りんごゼリー）

【ヘンゼルとグレーテル・三国志】
おかしの家（だがし屋）ほか
（パン３種類・焼きそば）

【ももたろう】
めいろ、ゲームほか
（コロッケパン・フランクフルト等）

西

児

童

館

計根別児童館

【アラジンとジャックと動物たち】
めいろ（ふたつの罪）、ゲームほか
（うどん・プリン）

【不思議の国のアリス『夢の世界』】
めいろ、お化け屋敷、宝探しほか
（まぜごはん・カップケーキ等）

《食券先行販売》 販売期間／９月８日㈭まで

販売場所／各児童館

※食券はどこの児童館でも購入できますが、当日引き換えできる場所は取り扱い児童館に
限りますので、お子さんと行きたい児童館を相談してからご購入ください。払い戻しは
できませんのでご注意願います。

当日は児童館連絡バス運行のため、午前 10 時から午後３時までの間、特に児童館近隣にお住ま
いの皆様方には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお
願いいたします。

じどうかん祭りで遊ぶためには、パス
ポートが必用です。
必ず当日、最寄りの児童館で受け付け
をしてください。

主催：中標津町・遊びのプログラム企画・実行委員会
（第 35 回中標津町じどうかん祭り実行委員会）
問合先・事務局：中標津町子育て支援室
☎ 73 － 3111（内線 224）
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家庭教育・子育て支援情報

第35回 中標津町じどうかん祭り秋の陣

生涯学習情報

第24回友好自治体交流会

川崎市へ行ってきました

神奈川県川崎市と長野県富士見町、中標津町の子どもたちが参加する「友好自治体交流会」が、８月２
日から５日まで川崎市で開催されました。町内から小学５・６年生 10 名が参加しました。

友好自治体交流会に参加して


中標津丸山小学校

５年

松

せ

実

な

聖

己

今回の友好自治体交流会では、たくさんの友達が出来まし
た。それから、川崎の事と富士見町の事を知ることが出来まし
た。出発する時どんな人がいるのか、どんな所へ行けるのかワ
クワクしました。そして東京に着いて一番最初に思ったこと
が、気温が高い事です。そして空港の大きさにおどろきまし
た。中標津の空港よりすごく大きかったし、お店が沢山ありま
した。いなかから都会に出ると、こんなにもちがうんだな～と
思いました。そして車からおりたとたん、セミのなき声が周り
から聞こえてきました。青少年の家に到着し、青少年の家には沢山の生き物が飼育されていました。ダ
ルマメダカ、スズ虫、カブト虫、カマキリ、ヤモリ、ゴキブリなど、北海道ではあまり見られない生き物
がいて、うらやましいと思いました。自分がとまる部屋に入ると川崎市と富士見町の６年生の２人が迎
えてくれました。２人ともとてもやさしかったです。２日目は川崎エコくらし未来館と東芝未来科学館
で現代社会のなやみと発展の事や、科学の力で遊んだりもでき楽しく学べました。そして夕食を食べた
後、キャンプファイヤーがありました。キャンプファイヤーでは火の周りで４人の人が遊びを教えてく
れました。どれもすごく面白かったです。３日目はよみうりランドに行きました。よみうりランドは北
海道の遊園地よりとても大きくて、アトラクションが沢山ありました。よみうりランドのアトラクショ
ンはとても本格的で面白かったです。中でも一番面白かったのはジェットコースターです。水がかかっ
たり垂直に落ちたりするのが、とてもスリルがあり怖かったです。楽しい時間もあっという間に過ぎ、
川崎市と富士見町の人とお別れの時間になってしまいました。さびしかったけど楽しい思い出を作れて
良かったです。今回川崎で学んだ事を生活で生かしていきたいと思いました。

○ 体育大会
・高 校
中標津農業……………… ９月20日㈫～21日㈬
中標津…………………… ９月28日㈬～29日㈭

○運 動 会

○ 修学旅行

・幼稚園
第２ひかり………………………… ９月10日㈯
愛 光……………………………… ９月17日㈯
計根別……………………………… ９月18日㈰

・中学校
計根別…………………… ９月13日㈫～16日㈮
「学校行事だより」は随時掲載します。

第５回西部地域

親子たこづくり たこあげ大会

対

象／幼児から大人まで。

定

員／先着200名

※申込書（文化会館等

で配布のチラシ参照）をFAXで提

と

き／10月16日㈰ 午前９時開始
※雨天決行
ところ／中標津町運動公園
◎たこづくり教室は、午前９時から
運動公園管理棟で開催します。た
こあげキットは１個100円です。

出。10月７日締め切り。
申込先／桜

井

問合先／佐々木
主

FAX 72－9345
☎

090－3393－9894

催／西部地域まちづくり協議会・たこあ
げ大会実行委員会
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体育施設ホームページ

なかなか健康なかしべつ 2016
と

き

ところ
対 象

目

参加料
協 力

～体力測定会～

11月７日㈪ 〈受付〉午後６時15分～７時
身 体 測 定：午後６時30分～７時25分
体力測定会：午後７時30分～９時過ぎ
総合体育館
町内在住の18歳以上の方
※医師から運動を禁じられている方、疾病や妊娠
している方などの参加は認められませんので、
ご注意ください。
立幅とび、上体起こし、腕立伏、時間往復走、５
分間走 ※５種目全ての総合判定を行います。
１人100円（保険料込み）
中標津町保健センター

特別企画!

齢」を
～「からだ年
知ろう！～

参加料
主 管

種

目

参加料
主 管

申込締切

９月 16 日㈮

10 月２日㈰ 〈開会式〉午前９時
町営テニスコート・町営ふれあいテニスコート
町内在住または町内のチームに所属の中学生以上の男女
ダブルス
①一般男子 ②中学生男子
③一般女子 ④中学生女子
高校生以上：１人 300 円／中学生：１人 150 円
中標津ソフトテニス協会

第48回 中標津バレーボール大会
と き
ところ
対 象

申込締切 11月１日㈫

体脂肪率・筋肉量・基礎代謝レベル等の数値を測定して、あな
たの「からだ年齢」をお調べします！（午後６時 30 分～７時５分）
※当日は、保健師による「健康相談」と歯科衛生士の「歯科指導」
も行います。

第40回 中標津町ソフトテニス大会
と き
ところ
対 象
種 目

自分の体力を知って、
健康づくりに役立てよう！

申込締切 11月６日㈰

11 月 20 日㈰
総合体育館 メインアリーナ
町 内の中学生チーム・管内のチームに所属する
高校生以上の男女
６人制バレーボール・トーナメント
①男子の部 ②女子の部 ③混合の部
１チーム 2,000 円
中標津町バレーボール協会

くわしくは中標津体育館で配布している開催要項でご確認ください。
問い合わせ・申込先 ９月 30 日までは中標津体育館、10 月１日以降は総合体育館へ締切日までに参
加料を添えて申し込みください（午前９時から午後９時）。休館日は受付不可。９月 25 日から 30 日は、
午前９時から午後５時までです。10 月１日以降も体育館の電話番号（☎ 72 － 2316）は変わりません。

遊泳時間

９月の温水プール
利用時間

午前
午後
夜間
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10:00～11:45
13:00～16:45
16:55～20:45

スポーツ施設の行事予定は、このページ上部記載のホームページ「施設別カレンダー」でご覧になれます。
このページの記事に関する問い合わせは、体育館（☎７２―２３１６）まで。

種

http://www.zncs.or.jp/gym/

スポーツ情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館ホームページ

としょかんのおはなし会

９月の展示
一般展示

『動物とわたし

読み聞かせや手遊びで、楽しい時間を
過ごしませんか？

動物愛護週間』

★９月20日～26日は動物愛護週間です。動物を
より深く知るための本を展示・貸し出ししま
す。

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

児童展示

http://www.zncs.or.jp/library/

と

き：毎週水曜日 午前10時30分～11時
毎週土曜日 午後２時～２時30分
ところ：中標津町図書館 おはなしコーナー
対 象：乳幼児～小学生

『にっぽんのこと』

毎月第１・３・５水曜日
は、読み聞かせサークル「お
はなしの木」のみなさんが担
当しています。

★私たちの住んでいる日本ってどんな国？日本の
こと、いろいろ知ってみませんか？
プチ展示 「敬老の日」
、
「ミステリー小説」

新 着 図 書 案 内
『日本の戦争解剖図鑑』


拳骨拓史／著（一般） 『櫻子さんの足下には死体が埋まっている 八月のまぼろし』
太田紫織／著（ＹＡ）
『親なら知っておきたい学歴の経済学』
西川純／著（一般） 
『さかなクンの一魚一会』

『全部レンチン！やせるおかずつくりおき』


柳澤英子／著（一般） 『アリスのうさぎ』

『陸王』
『大沼ワルツ』
『海の家族』
『アンマーとぼくら』

図書館の
利用カードを
お持ちの方へ

さかなクン／著（児童）
斉藤洋／著（児童）

池井戸潤／著（一般） 『さよならママがおばけになっちゃった！』

のぶみ／作（児童）
谷村志穂／著（一般） 
石原慎太郎／著（一般） 『ねずみくんとおばけ』


なかえよしを／作（児童）

有川浩／著（一般） ※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

図書館の利用カードをお持ちの方で、住所、電話番号、お名前が
変更になった場合は、図書館窓口にてお申し付けください。
本人確認のうえ、変更手続きをさせていただきます。

郷土学習情報

武佐岳

択捉島見聞録②

なよか

「ビザなし交流」で択捉島に訪問した際、車での移動中、内岡湾沿岸の段丘上
に帯状の溝が掘られていました。最初はアイヌのチャシかと思いましたが、構
造が異なっていることから、日本軍が構築した塹壕だと気づきました。辺りに
はトーチカのような構造物も残されており、ものものしい雰囲気を漂わせてい
ました。太平洋戦争の発端となるハワイ真珠湾攻撃に向けて出港したのも択捉
島であり、先の大戦との関わりを再認識させられました。
昭和 20 年にアメリカの戦艦「ミズーリ」の甲板で、日本と連合国側との間で
降伏文書が調印されてから、９月２日で 71 年目を迎えました。
☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm
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トーチカ？
☎72－2190

文化会館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/shirubetto/

親子観劇会「ハンド・シャドウズ・アニマーレ」

き／９月11日㈰
午後０時30分開場 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人券（高校生以上）1,500円、
子ども券（４歳以上中学生以下）500円、
親子券（大人１人、子ども２人）2,000円
※全席自由、税込み、当日各300円増し
※３歳以下入場無料
プレイガイド／しるべっと、標津町生涯学習センター、
チケッ
好評販 ト
別海町中央公民館、羅臼町公民館
売中!
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

が贈る
劇団かかし座 ョー
シ
シルエット・ ない
の
誰も見たこと ります
ま
ステージが始

と

トルヴェール・クヮルテットwith小柳美奈子
～サクソフォン四重奏＆ピアノコンサート～

と き／９月24日㈯ 午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
出 演／須川展也、彦坂眞一郎、新井靖志、田中靖人、
小柳美奈子（ピアノ）
入場料／大人2,500円、高校生以下1,500円
チケッ
ト
好
評販売
※全席自由、税込み、当日各500円増し
中!
※未就学児入場不可
プレイガイド／しるべっと ほか
主 催／開陽台セミナー実行委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

宝くじおしゃべり音楽館

～想い出のスクリーンミュージック～

チケッ
好評販 ト
売中!

と き／10月10日（月・祝） 午後１時30分開場 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
出 演／清水ミチコ（司会・ピアノ）、小原孝（ピアノ）、島田歌穂（歌）、
藤野浩一（指揮）、おしゃべり音楽館ポップスオーケストラ
入場料／一般2,500円、高校生以下1,500円
※宝くじの助成により、特別料金となっています。
※全席指定、税込み、当日各500円増し
※４歳以上入場可
プレイガイド／しるべっと ほか
清水ミチコさんからのメッセージ
主 催／中標津町、中標津町教育委員会、
中標津には以前一度お邪魔したことがあります。今回は展望台や牧
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、
場を散策したいです。皆さんもぜひコンサートを楽しんでください。
会場でお待ちしてまーす。
北海道、（一財）自治総合センター
【中標津小学校・丸山小学校・中標津高校の合唱部、広陵中学校音楽部の皆さんが出演者と合唱共演します！】
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このページの記事に関する問い合わせは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

開陽台セミナー設立30周年記念

生涯学習・文化芸術情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

生涯学習・文化芸術情報

コンドルズ20周年記念 日本縦断大感謝ツアー2016

『20th Century Boy』中標津スペシャル公演
と き／11月６日㈰ 午後２時30分開場 午後３時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／一般（高校生以上）3,000円、小中学生2,000円
※全席自由、税込み、当日各500円増し
※未就学児入場不可
では
北海道
プレイガイド／９月11日㈰ 発売 しるべっとほか
演のみ
公
津
中標
主 催／中標津町教育委員会、
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
後 援／（一般）北海道公立学校教職員互助会

※問い合わせは、しるべっと（☎７３－１１３１）へ
※都合により、日程 ･ 会場などが変更になる場合があります。
※◎印のイベントチケットは、しるべっと窓口で販売しています。

○第18回和紙絵香彩会移動展
き／９月６日㈫～８日㈭
初日は正午から
ところ／しるべっと 展示室
主 催／和紙絵香彩会

○第39回根室管内吹奏楽祭

と

と き／９月22日（木・祝） 午後０時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場
無料
主 催／釧路地区吹奏楽連盟根室支部

入場
無料

○中標津ピアノ・ドリマトーン発表会

○根室管内発明工夫展

と き／９月25日㈰ 正午開演
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／舩水ピアノ教室

と き／９月７日㈬～14日㈬
ところ／しるべっと 町民ホール
※初日は午後３時から、
最終日は午後３時まで。
主 催／根室管内発明工夫教育研究会

○第25回藤井美智子門下生ピアノ発表会
と き／10月１日㈯ 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／ＰＩＡＣＥＲＥ（ピアチェーレ）

○第38回中標津町老人親睦芸能発表会
と

き／９月８日㈭

午前10時開演

ところ／しるべっとホール
主 催／中標津町老人クラブ連合会

入場
無料

◎第10回なまらウマイ！
中標津夢見新そばまつり

○第３回戸田舞ピアノ教室発表会
と

き／９月10日㈯

入場
無料

と き／10月２日㈰ 午前10時～午後３時
ところ／しるべっと コミュニティホールほか
※お食事の際には別途料金が

午後１時30分開演

ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／戸田舞ピアノ教室

掛かります。
主 催／中標津手打ちそばささ藪学校

○雨城書道教室社中展

中標津文芸第32号原稿募集中

と

き／９月16日㈮～19日（月・祝）
※初日は午後１時から、
最終日は午後３時まで。
ところ／しるべっと 町民ホール、展示室
主

入場
無料

募集内容／創作・随筆・評論・自分史・詩・俳
句・川柳・短歌・その他
募集締切／９月30日㈮
※ご応募・お問い合わせは、しるべっとまで。

催／雨城書道同好会
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学校名

日

○学校のようすを見に行きましょう。
○学校といっしょに子どもたちを育てていきましょう。

時

内

容

広 陵 中 学 校
☎73－3161

９月21日㈬
13：35～14：25

授業参観

丸 山 小 学 校
☎73－4411

９月21日㈬・23日㈮
13：40～14：25

授業参観
21日～１・２・３年・みどり
23日～４・５・６年

武 佐 小 学 校
☎74－2004

９月23日㈮
10：45～12：20 フリー参観
13：25～14：10 授業参観

フリー参観
授業参観「音読発表会」

中標津小学校
☎72－2565

９月27日㈫・28日㈬・29日㈭
13：35～14：20 授業公開
14：30～15：00 学級懇談

授業参観
27日～中学年
28日～高学年
29日～低学年

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

９月29日㈭
13：40～14：25

授業参観

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

受付方法

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◎ジュニアミニテニス

◇スポーツ広場

と

◎ミニテニスを楽しむ会

き／９月17日㈯

午前９時～10時30分

ところ／中標津体育館

と

き／９月７日・14日・21日
水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

◇ふまねっとで脳も体も元気に!
と

き／９月12日㈪・23日㈮
午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館

◎さわやか体験広場
と

き／９月７日・14日・21日・28日
水曜日 午後７時～８時30分
ところ／丸山小学校体育館

問合先

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／９月９日・16日・23日
金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

〒086－1148 中標津町緑ヶ丘６番地３
中標津町運動公園管理棟内
ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
クラブマネジャー 澤 野 㓛
TEL 72－8003 FAX 72－8009

編集後記

▼ 先月初旬ごろから白樺の
落葉が始まり、それと同時
に再び夏日が訪れ蒸し暑い
日が続きました。そんな暑
い中、白樺の葉を目にする
のは何とも不思議でしたが、
お盆に冷やしぜんざいを作
り、短い夏の涼を楽しみま
した。その残暑も彼岸まで
と言われるように、秋分の
日には和らぎ、厳しい冬が
近づいてきますね…
今度は、秋刀魚や柿など
の秋の味覚を頂き、冬に備
えたいものです。 （
 村田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
９月６日～10月５日
しるべっと（総合文化会館）
・図書館・各体育施設、交
流センターの休館日は、９月５日㈪・20 日㈫、10 月３
日㈪です。原則、毎月第１・第３月曜日が休館日です
が、祝日の場合は翌日となります。
郷土館の休館日は、９月５日㈪・12 日㈪・20 日㈫・
23 日㈮・26 日㈪、10 月３日㈪です。原則、毎週月曜日
が休館日ですが、祝日の場合は翌日となります。
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

参加対象

生涯学習情報

学校公開日のご案内

保護者と町民の皆さんへ

